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 IK MULTIMEDIA 

 iRig 2 
 オープン・プライス（市場予想価格／5,000 円前後） 

　多くのユーザーから高い人気を得たギター用
モバイル・オーディオ・インターフェースの後継
機種。初代の使いやすさはそのままに、入力ゲ
イン調整用ダイアル、アンプ接続用の1/4イン
チ 標 準 ア ウ ト 端 子 に 加 え、Samsung Pro 
Audio対応Android機種で使用できるなど、コ
ンパクトなボディに多くの新機能が凝縮されて
いる。また、新たに装備されたFX／THRU切り
替えスイッチにより、アプリを通したエフェク
ト・サウンドとバイパス・サウンドを切り替えて
演奏可能。付属ソフトウェアとしてiOS版の
AmpliTube CSが無償ダウンロード可能となっ
ている。

 タブレット／スマホ関連ツール   IK Multimedia Asia 
 www.ikmultimedia.com 

iOS AmpliTube CS

 KORG 

 Gadget 
 iOS：4,800円、Mac：29,800円 

　Gadgetは、20個 以 上 の 小 型 シ ン セ サ イ
ザー／リズム・マシンを自由に組み合わせてエ
レクトロニック・ミュージックを制作できる音楽
制作アプリだ。iOS版とMac版が用意されてい
る。近未来志向のサウンドを作り出せるポリ
フォニック・シンセLisbon*、90種類以上のユ
ニークなサウンドを搭載したサンプラーVan
couver*、音楽性を保ったまま音圧を上げること
が可能なラウドネス・マキシマイザーDOTEC-
AUDIO DeeMax*など、個性的なガジェットを
組み合わせて、楽しく音楽制作に没頭できるだ
ろう。Mac版にはGadget Plug-in Collection
も付属する。 * iOSでは、アプリ内で購入可能。

 タブレット／スマホ関連ツール   コルグ 
 0570-666-569 
 www.korg.com 
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IK MULTIMEDIA

iRig Pro I/O
オープン・プライス（市場予想価格／19,500円前後）

　iRig Pro I/Oは、手のひらに収まるコンパク
ト・サイズの24ビット／96kHzオーディオ／
MIDIインターフェース。コンデンサー・マイク、
ダイナミック・マイク、ギター、ベース、キーボー
ド、MIDIコントローラーなどあらゆる入力ソー
スに対応する。ボリューム調節も可能なプリア
ンプ内蔵3.5mmステレオ・ヘッドフォン出力端
子を備えるほか、別売りのAC/DCアダプター
で電源供給時には接続されたiPhoneやiPadを
充電することも可能となっている。また、Ampli 
Tube 4 for Mac/PC、SampleTank 3 SE、
T-RackS Deluxe、Mic Roomなど付属アプリ
も豊富にそろっている。

タブレット／スマホ関連ツール  IK Multimedia Asia
www.ikmultimedia.com

iOSWinMac

 AmpliTube 4 for Mac/PC
SampleTank 3 SE
T-RackS Deluxe
Mic Room
AmpliTube for iOS

IK MULTIMEDIA

iRig HD 2
オープン・プライス（市場予想価格／12,500 円前後）

　人気のギター／ベース用オーディオ・イン
ターフェースがさらに使いやすくなって登場。
ポケット・サイズながらも24ビット／96kHz
対応の基本スペックはそのまま、モニター音量
も調節可能なヘッドフォン出力端子、アンプ接
続用の1/4インチ標準アウト端子、エフェク
ト／ドライ・サウンドを切り替え可能なFX／
THRUスイッチなど、数々の新機能を搭載して
生まれ変わった。本機で、ギターやベース、シン
セサイザーなどの音声をiOSデバイスやコン
ピューターに取り込むことが可能だ。また、録
音作業にうってつけのAmpliTube 4フル・バー
ジョンも付属。

タブレット／スマホ関連ツール  IK Multimedia Asia
www.ikmultimedia.com

iOSWinMac  AmpliTube 4 for Mac/PC
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 LINE 6 

 Sonic Port / Sonic Port VX 
 オープン・プライス（市場予想価格／Sonic Port：11,400円前後、Sonic Port VX：21,000円前後） 

 タブレット／スマホ関連ツール 

充実のアンプ・モデリング・アプリで
多彩なサウンドが可能なiOS用Ⅰ/O

　かゆいところに手が届く個性的な製品で
知られるLINE 6の中でも、そのルックスの
愛らしさと使い勝手の良さで人気のiOS仕
様オーディオ・インターフェースが、Sonic 
Portシリーズだ。定評のあるMobile Pod
アプリのフル機能が無償で使用でき、同社
とアーティストたちによって培われてきた
10,000以上のプリセットを瞬時に呼び出せ、
32種類のアンプと16種類のエフェクト、16
種類のキャビネットを組み合わせることで、
自由闊達にギター・サウンドを創造すること
ができる。
　Sonic Portは、iOSデバイスとギターの間

につなげるというシンプル接続で、即座に自
身の音楽を24ビット／44.1kHzで記録で
き、Cubasis LEやGarageBandな ど の レ
コーディング・アプリで楽曲を簡単にレコー
ディングすることが可能。
　また、それらの機能に加え、コンデンサー・
マイクをフロントに1基、左右に2基内蔵し
たSonic Port VXは、iOSに加え、コンピュー
ターにも接続可能となっている。可搬性に優
れたコンパクト・ボディの中に、これだけのの
機能を備えているのは大きな魅力だ。これ1
台でプロフェッショナル・クオリティのモバ
イル・レコーディングが実現できるだろう。

  Line 6インフォメーションセンター 
 ナビダイアル：0570-062-808（左記でつながらない場合：03-5488-5472） 
 www.line6.jp 

WinMac
Cubasis LE
Mobile Pod

▲Sonic Port ▲Sonic Port VX
iOS iOS



111Sound & Recording | for Beginners 2018 |

S
e

c
tio

n
 5

SHURE

MV88 / MV51
オープン・プライス（市場予想価格／MV88：19,200円前後、MV51：24,000円前後）

タブレット／スマホ関連ツール

各デバイスとシームレスに接続 
自宅や外出先で高品質なレコーディングを実現

　MV88は、Lightning端子を備えたiOS端
末に接続し、ライブ・パフォーマンス、インタ
ビュー、ホーム・レコーディングをモバイル
環境で高品質に実現するデジタル・ステレ
オ・コンデンサー・マイクロフォン。フィー
ルド・レコーディングやインタビューの場
で、柔軟に90°の角度調節が可能なミッドサ
イド・マイクロフォン・エレメントを採用し
ている。
　ポータブル仕様ながらも、クラス最高レベ
ルの音質を提供するマイクロフォン・カプセ
ルにより本格レコーディングに最適な
MV51は、ビンテージなボディ・デザインが

魅力的。Lightning＋USBケーブルが付属し
パソコンや各デバイスへの接続も容易だ。
　これらをさらに使いやすくするShure Plus 
Motivアプリ（無料）は、ゲインの調整や周囲
の環境に合わせて指向性の最適化などが可
能。編集機能ではトリミング、分割、ファイ
ル共有を直感的なインターフェースで簡単
に操作できる。近日リリース予定の動画撮
影アプリは、非圧縮オーディオをビデオ用に
録音できiOSクリエイターに最適。iOS標準
のビデオ撮影をはるかに超えるシームレス
でクリアなオーディオを録音することが可
能になる。

 完実電気
050-3388-6838
http://kanjitsu.com

▲MV51

◀MV88
※ 写真のiPhone

は別売
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 ZOOM 

 U-22 / U-24 / U-44 
 オープン・プライス（市場予想価格／U-22：9,000円前後、U-24：14,000円前後、U-44：19,000円前後） 

 タブレット／スマホ関連ツール 

ハンディ・レコーダーのDNAを受け継ぐ
扱いやすいコンパクト・オーディオI/O

　スタジオ・クラスの高音質をコンパクト・
ボディに凝縮したポータブルUSBオーディ
オI/O。マイクもラインも接続できるXLR/
TSコンボ・インプットと、ハンディ・レコー
ダーHシリーズと同等の高性能／低ノイズ
のマイク・プリアンプを通して、最高24ビッ
ト／96kHzのレゾリューションで録音可能。
手のひらサイズのボディで、バス・パワー駆
動に対応する2イン／2アウトのU-22はモ
バイル・ユースに最適。ワン・ランク上の
U-24は、マイクプリを1基追加し、マイクと
ラインの同時入力に対応。MIDI I/Oも搭載
し、2系統のステレオ出力によってモニタリ

ングなどの機能性を充実させた2イン／4ア
ウト仕様だ。ハイエンドのU-44は、さらに
S/P DIFステレオ入力を搭載し、スタンドア
ロンのAD/DAコンバーターとしても使用可
能な4イン／4アウト・モデル。別売りのマ
イク・カプセル群を装着することにより、
シーンに応じた多彩な録音が可能となる。
いずれもゼロ・レイテンシーのダイレクト・
モニタリングや、別売りのLightning-USBコ
ネクターを介してiOSデバイスへの接続、バ
ス・パワーが得られない場合に単3電池駆動
などが可能だ。すべてABLETON LiveLite
のライセンスが付属する。

  ズーム 
 0570-078-206 
 www.zoom.co.jp 

 Live Lite

▲U-22

▲U-24 ▲U-44

iOSWinMac
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 ROLAND 

 Go:Mixer 
 オープン・プライス（市場予想価格／11,000円前後） 

　Go:Mixerは、スマートフォンを使ってミュー
ジック・ビデオや動画コンテンツを制作すると
きに役立つツールだ。チャンネル数は入力
8ch、出力2ch。マイクや楽器、オーディオ・プ
レーヤーなどを接続し、音をミックスしてス
マートフォンで録音できる。ワンマン・オペレー
ションで効率よく作業を進めることが可能だ。
95×95×28（mm）のコンパクト・ボディで場所
を取らず、スマートフォンからのバス・パワー駆
動なので電池も必要ない。また、センター・キャ
ンセル機能を使えば、再生している曲中のメイ
ン・ボーカルの音量を簡単に下げることができ
るため、カラオケ的な使い方も可能だ。

 タブレット／スマホ関連ツール   ローランド お客様相談センター 
 050-3101-2555 
 www.roland.co.jp 

 ZOOM 

 iQ6 / iQ7 
 オープン・プライス（市場予想価格／iQ6：8,000円前後、iQ7：9,000円前後） 

　いつも持ち歩いているiOSデバイスを本格的
なリニアPCMレコーダーに変身させるiQ6は、
左右の正確な音像定位だけでなく、前後の奥行
き感まで忠実に再現するXY方式のステレオ・
マイクを搭載している。Lightningコネクターを
採用し、iOSデバイスに接続すれば、すぐにレ
コーディングをスタート可能だ。また、MS方式
のステレオ・マイクを装備したiQ7であれば、ヨ
コ持ちにしたビデオ・レコーディング中も、常に
左右の正しいステレオ定位をキープすることが
できる。いずれのモデルもマイクを回転させる
ことにより臨場感などのニュアンスを調整可能
となっている。

 タブレット／スマホ関連ツール   ズーム 
 0570-078-206 
 www.zoom.co.jp 

◀iQ6

▶iQ7




